
八木啓代のひとりごと大暴露 :とんでもないものが届きました

八木啓代のひとりごと

ラテンアメリカと日本を拠点に活動する音楽家・作家 八木啓代の独り言～今日の料理から政治まで

■ 大暴露 :とんでもないものが届きました llnz.r-tv
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昨日の夜、「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」に妙なメール2通
が届きました。̂
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う文字が気になります。

ここで、削除するかどうか、数分迷つたのですが.… .。

とりあえず narod.ruというドメインを検索してみると、
httpl〃www.yandex.ru/と いうロシアのポータルサイトのファイル共有サー

1雑筋勢厳鼎瀾警「霧豪総ふ濫鷲奈r庸汚だ鵜
踏んでみると、ダウンロードサイトらしいところに。(私のChromeにはGoogle
Translatorが拡張機能でインストールされているので、日本語訳も出ました)

それで、画像認証して、下のボタンをFすと、な、なんと、これは,…

響「

報告書、斎藤報告書、ホ村報告書など、一セット絲 ようで

もうひとつの「我々はさらに持つている」メールの方には、石川録音の文字起こ

展静 ?認説島 墓窟」質を晶雷31写武蕊亀宇F釧
部のも

[嘉輪滞壼見漂l,マ軍冨碑リダ解言野∫電 ふむ』
カー様 ?

縄 鋤 霧 雪罪種麟 颯 鋭
確かなので、それがこれなのではないかと思います。

となると、送り手がどなたかは存じませんが、私たちがこれを秘匿しておくことが
目的とは思えませんので、リンクを公開させていただきます。

AuthortPANDORA
ラテンアメリカと日本を拠点に活動する

音楽家・作家 ノヽ木啓代のBlo9
公式サイト
http://nobuyoya9i colm

☆CD情報

新作CD"La9● mas"試聴やご購入
はこちらから

★新刊情報
禁じられた歌―ビクトル・ハラはなぜ

死んだか(Kindie版 )

長らく絶版状態だつた書籍をリクエス
トにより電子書籍で再版いたしまし
た。八木啓代の原点です。

検察崩壊 失われた正義(毎 日新聞

社 )

5刷。この一llが検察にトドメを束1す
ことになるかもしれません
リアルタイムメディアが動かす社会

(東京書籍 )

超濃ゆいメンバーによる講義録 |

ラテンに学ぶ幸せな生き方(講談社 )

なぜラテン人は自殺しないの ?に応
えて3刷 !好評発売中 !

キューバ音楽(青土社 )

ラテン音楽ファン必読 :キューバ音楽
のすべてが理論も歴史もわかります。
浜田滋郎氏激賞

貧乏だけど贅沢 (文 春文庫 )

沢木耕太郎氏との対談収録
ハシズム !(第 二書館 )

共著で橋下大阪市長を解書」します。

★ライブ情報
12月 10日 (水 )下 北沢/テビート

Vo八本啓代 Guitari福 島久雄
言羊細はこちら
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八木啓代のひとりごと大暴露 :とんでもないものが届きました
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ブログ内検索

1最新記事

キューバと米国:国交回復協議の裏に

(12/19)

総勇首
を
現踊七再導ザ筆進ゝ罪と罰～

PC遠隔操作事件と本庄トリカプト殺人

事件を追う」(12/02).今
月のトークイベントのお知らせ (濃ゆ

いです)(11/12)
田代元検事の就職から映画まで、「い

ずれ歴史が裁くのですよ」(10/14)
朝日新聞つて、反権力でしたつけ?

(09/13)
検察庁前で、水水をかぶつてまいりまし
た (08/28)
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1検索フォーム

l     l
‐検索

1最新コメント

かな:総選挙を前にして (12/09)
和モガ:シンポジウム「メディア報道の

罪と罰～PC速隔操作事件と本庄トリカ
プト殺人事件を追う」(12/02)
なおこ:今月のトークイベントのお知ら

せ (濃ゆいです)(11/14)
:田 代元検事の就職から映画まで、「い

ずれ歴史が裁〈のですよ」(10/18)
ドラ猫:朝 日新聞つて、反権力でしたつ

け?(09/26)
インスピ:朝 日新聞つて、反権力でし
たつけ?(09/14)
対米隷属嫌い:朝 日新聞つて、反権力
でしたつけ?(09/14)

|リンク

ノヽ木啓rt OFicial Site

八木啓代 Myspace
管理画面

このプログをリンクに追加する

田代・斎藤・木村報告書 (と思われるもの)

http://narOd.ru/disk/47896026001,7325c8031799eba65ddddedbcca7

石川録音文字起こし(と思われるもの)

http://narod.ru/disk/47898003001.3833a4907d941c81acfddb9cldObl

やり方 :

1.リンクにアクセスすると、自シア語のページに出ます。
ここで引きそうになりますが、数字を画像認証して、下の緑のボタンを押しま
す。
(Goo9ie翻訳を使うと日本語が出ますし、そうでなくても勘で分かると思いま
す)

2.別 のロシア語ページに出ます。ここでかなり青くなりますが、Google
Chromeや Safa‖だと、ここで10秒 ほど待つていると自動でダウンロードされ

ました。Firefoxの 場合、自動でダウンロードしませんので、上のリンクを右ク
リックし、「別名でリンク先を保存」します。(ダブルクリックしたら、なぜか、全然
lllのプログラムファイルのダウンロードが始まり、焦りまくりましたが、しかし、ウ
イルスではありません)

その内容、ざつと見ただけですが、報道である程度の内容は暴露されていたも
のの、実際に読むと、これがもう想像以上のもので、驚愕いたしました。
私の見た限り、書式や内容からは、かなり信憑性はあると思います。

ただし、 あくまで、正体不

連絡をお願いしま

曝爵口疇目靡壼  ッィート

テーマ :政治・経済,時事問題
ジヤンル :政治・経済
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大暴露の裏alli正直言うとびびつてました≪ ホーム 》無罪判決の敗者 :もう
後がありませんわよ
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この記事にトラックパックする(FC2プログユーザー)
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本物をすでにお持ち
す。
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